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研修期間 2015 年 8月 3日～10年 25日 

研修テーマ 

社会調査の実施や分析手法の研修を通して、支援事業の成果について学術

的にも適用可能な成果の取りまとめ方を習得する。そのことを通じて、事

業のアカウンタビリティを向上し、支援事業の質の向上に貢献することの

みならず、学術的にも認められる報告や政策提言などに適用可能な報告が

できるようになることを目指す。 

 

1 導入 

1.1 問題意識  

近年、NGOは政府、企業に続く第三のセクターとして、社会の中で認識され、確実に活動の幅を

広げている。国際協力NGOセンター（JANIC）の正会員は109団体にも及び、国内・国際的ネット

ワークを用いて、開発援助・緊急人道支援や政策提言等における様々な活動を行っている1。2015

年 2月に閣議決定された開発協力大綱には、実施体制の中で、市民社会との連携の中について、

「国内外のNGO/市民社会組織（CSO）、民間財団等との連携は、協力効果の向上及び当該国の公正

で安定な発展にとって重要である。2」と記されており、国際協力分野におけるNGOとの連携によ

る効果が期待されている。 

しかし、日本のNGOは財政的に脆弱であり、未だ連携や協力はこうした期待に応えるレベルに

達していない。2014年版ODA白書によると国民一人当たりのNGO援助実績は約5ドルであり米国

の14分の 1に過ぎない3。資金を集められていない理由として、十分な成果を示せていないがため

に、社会にとっての意義を説明できていないことが挙げられる。重田は日本のNGOの課題はアカ

ウンタビリティ（明確な説明責任）の向上であると述べている。具体的には欧米の研究調査から、

アカウンタビリティとNGOの事業評価の必要性を紹介し、NGOが組織の活動や成果を表すことの重

要性を述べている。（重田2005, p305-317） 

日本のNGOが成果を示せていない点について考えてみる。NGOの多くはプロジェクト・サイク

ル・マネジメント（PCM）手法を用いて、事業の計画・モニタリング・評価を行っている。しかし、

調査や評価の実施は、このサイクルの中で求められる最低限の作業に終止していることが多いの

ではないだろうか。調査や評価の結果は事業管理上の教訓、そして次期の計画等に用いられてい

る。しかし、調査や評価の結果を用いて学術的にも認められるような分析や研究は十分に行われ

ておらず、内外に対して十分な報告もされていない。しかし、NGOが調査、分析の質を高め、また

                                                 
1 JANICは「国際協力NGO」団体が正会員となっている。正会員数は2015年 12月の数。 

http://www.janic.org/join/joinngomember/index.php 参照 
2 開発協力大綱 P11  
3 外務省編 （2014）『2014年版政府開発援助（ODA）白書』p.255 図 III-36「DAC諸国のNGOによる援助実績」  

http://www.janic.org/join/joinngomember/index.php
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研究や報告も行うことができれば、成果を明確に示し、それが社会的に意義があることを示すこ

とができるようになるのではないだろうか。 

議論を進める前に、まず調査・研究・評価の位置づけを確認する。JICA研究所は調査・研究・

評価はそれぞれ独立したものとして捉えている4。JICAには評価部、研究所があり、別途、調査を

担当する部署もある。NGOでこのような体制の団体は多くはない。本稿ではJICA研究所の示す調

査・研究・評価を含めた内容を調査研究として表す。その上でNGOが調査研究を実施し、成果を

示していくことができることを課題として議論を進める。 

これまでのNGOが成果を示せていない点に関する議論と、NGOが調査研究を十分に実施できてい

ない4つの要因を現状として図1に示した。第一は調査研究に当てる予算が十分にないこと、第

二に調査研究に当てる時間が十分にないこと、そして第三に組織として調査研究する方向性（方

針）がないことである。第四に調査研究の技術がないことが挙がられる。第一から第三の予算・

時間・組織の方向性は組織全体の意思決定や財政状況に依存するため、ここまでで議論を終わら

せ、第四の調査研究の技術が十分にないことに注目し、議論を進める。 

本稿ではNGO海外スタディ・プログラム（以下 当研修）と報告までの時間的な制約もあり、

また研修目的を仮説検証のための研究として設定しなかったこと、更に詳細な検討を加えられな

かった点も多く、足りない点についてはご指摘いただければ幸いである。また、団体としての今

後の取り組み方針を除き、本稿の問題意識から、提言まではすべて筆者に責が帰されるものべき

であり、WVJの公的な立場、意見を代弁するものでないことを申し上げる。 

 

 図１．現状 NGOが成果を十分に示せない。（出典 筆者作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                 
4 JICA研究所では調査・研究・評価を次のように説明している。「「研究」は、（中略）JICA事業を学術的方法論に基づき横断的かつ

長期的に分析したり、未解決の開発課題について政策志向の分析を目指したりするものです。他方、「調査」には、さまざまなタイプ

のものがありますが、技術協力や資金協力の実施にあたり、その準備のために行われる情報収集や調査分析のことであり、厳密な仮説

の構築やその検証に基づく研究活動とは異なります。「評価」は、PDCAサイクルに沿ったプロジェクトの各段階（実施前・実施期間

中・実施後）での評価や特定テーマに関する評価を行っています。例えば、事後評価では、DAC（経済協力開発機構／開発援助委員会）

による「DAC評価 5項目」（①妥当性、②有効性、③効率性、④インパクト、⑤持続性）に従って、介入の効果に関する判断を行い、

アカウンタビリティの確保と事業改善・業務改善のための実務レベルの教訓を得ることを目的としたものです。」 

JICA研究所 http://jica-ri.jica.go.jp/ja/about/faq.html 参照 
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1.2 仮説  

これまで問題意識から、図1の現状の分析を課題に置き換えて仮説として議論を進める。NGOに

調査研究の技術があれば、十分に調査研究を実施することができ、成果を示すことができること

の全体を仮説とする。この仮説をわかりやすくするために、次のように2つに分ける。前半を第

一仮説としてNGOに調査研究の技術があれば、調査研究を十分に実施できることとする。後半を

第二仮説として、NGOが調査研究を十分実施できれば、成果を示すことができるとする。 

これらは理論としては自明な仮説のようである。しかし、仮説検証の過程で調査研究に必要な

技術、及びその中でNGOが持っていない技術を把握し、それらをどのようにして得ることができ

るかを考えることができる。よって、NGOが調査研究に対して取り組む上で示唆を得ることを本稿

の目的とする。 

当研修のテーマは、社会調査の実施や計画、分析手法の学習を通して、学術的にも認められる

報告や政策提言などに適用可能な報告ができるようになり、事業のアカウンタビリティや質の向

上に貢献することを目指すこととした。このテーマの下、今回の研修の目的としては、調査研究

の方法論を講義および実習から、またNGOが組織として調査研究をどのように実施しているかに

ついても学ぶことにした。 

具体的には次の通りである。ドイツの社会科学分野の調査研究専門機関の夏期講座を通して、

調査研究、特に研究のあり方について学習することを目指す。ベルギーの大学の連合体での、社

会科学分野の調査の夏季集中講座では、主に統計や分析方法を学ぶ。更に、WVの団体内で先駆的

な調査研究の働きをしているWV Germany Institute for Research and Developmentを訪問して、

NGOとしてどのように調査研究を実施しているかを学ぶことにした。更に実習としてこの時期に参

加できる、インドにおける2つの事業での調査実習を加えた。途上国での実習を通して、調査研

究の実践的な学習を目指すこととした。 

 

1.3 検証  

調査研究の技術があれば、調査研究を十分に実施できるという第一仮説と、調査研究が十分に

できれば、成果を示すことができるという第二仮説をそれぞれ、当研修での学習結果から検証す

る。検証は次の手順で行う。第一段階は仮説検証のため準備であり、検証のための枠組みの作成

である。文献と当研修の内容によって調査研究の技術が何であるかをまとめる。第二段階は、こ

の枠組みを使って、当研修中の2つの調査を用いて、第一仮説と第二仮説の検証を行う。第三段

階は分析とする。これまでの2つの仮説検証の過程で得られた結果から、NGOにはどのような調査

研究の技術がないか、そしてそれをどのように獲得していくべきかを考える。補足として当研修

の学習範囲が調査研究の内容をどこまで含んでいたかも分析する。 

しかし、今回の検証には限界がある。取り上げる事例の数が2件と少ない。またそれに関する

情報も限定的である。これは対象とした2つの事例が当研修終了時点で、調査研究を完結してい

ないためである。更に、この2事例はWVとして最も典型的な調査とは言い切れない。また検証の

ための評価は当研修の受講生自身によるものであり、客観性に欠ける。よって、ここでは当研修

の中に見られる、その受講生によるNGOの調査研究の技術に関する分析とする。 
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2 本文 

2.1 調査研究の技術の整理 

2.1.1 調査研究の技術の枠組み 

第一段階にあたる仮説検証の準備として、その枠組み作成のために、調査研究に必要な技術を

文献からまとめてみる。盛山は調査の企画からデータファイルの作成までを10段階に分けてフロ

ーチャートとして整理している。10段階は①調査の企画、②調査票の作成、③サンプリング、④

調査マニュアルの作成、⑤調査の実施、⑥コーディング・エディティング、⑦データ入力、⑧デ

ータクリーニング、⑨コードブック・基礎集計票の作成、⑩分析である。この内、②と③は同時

並行で行われている（盛山  2005, p.66）。 

E. バビーは調査設計の手順の中で、研究の過程としてフローチャートを示している。それによ

るとまず、関心、アイデア、理論から概念化を行い、それを変数として測定するための操作化を

行い、併行して調査法の選択、母集団の設定と標本抽出を行う。その上で観察、データ処理、分

析、応用（結果報告と展望の検討）を行うように整理している（E. バビー 2003b,p.111）。 

NPO法人 アーユスは評価設計の合意形成の中でTORの項目例と評価デザインのチェックリスト

を示している。項目例には目的、背景、調査範囲、方法、スケジュール、調査チームの構成、最

終成果物のイメージがある。評価デザインのチェックリストには、時期の選定、目的、対象プロ

ジェクトの内容確認、評価事項、比較分析方法、必要なデータとデータ収集方法、評価実施者の

選択、評価デザインの合意形成がある（NPO法人 アーユス 2003, p. 64-65）。 

嶋崎は社会調査の設計・企画項目として、設計、実査、集計分析、結果の社会的還元を挙げて

いる。また別にデータのライフサイクルとして7つの段階を示している。①研究計画と申請、②

研究プロジェクトの立ち上げとデータの収集・管理計画、③データ収集とファイル作成、④デー

タ分析、⑤データ共有のための準備、⑥データの寄託、⑦寄託後アーカイブの活動である（嶋崎  

2008, p.51-52）。 

これら4つの文献からの調査研究に関する項目を整理する。調査企画や概念化などは調査設計

とする。実際の調査ツール作成やサンプリングを含めた部分を調査実施とする。分析方法の理解

から実際の分析、成果の抽出や研究を含める集計・分析。更にNGOが成果を示すためには報告が

不可欠となるため、計画から実施、そしてその成果の活用までを含め、報告を調査研究の一項目

とする。このように文献から、調査研究の技術の枠組みを調査設計、調査実施、集計・分析、報

告の4つの項目に整理することができた。 

 

2.1.2  研修内容の概要 

これまで、第一段階の仮説検証ための枠組みとして、調査研究の技術を調査設計、調査実施、

集計・分析、報告の4つに分類したが、ここに当研修の内容を加えて細分化する。そのために、

当研修で6ケ所の内容を、研修期間、研修機関、概要、学習できた調査技術、考察と所感として

次の通り整理した。 

 

① 8月 6日～28日 Leibnez Institute for Social Science (GESIS ) 

4th GESIS Summer School in Survey Methodology受講 

概要） 

社会科学全般に亘る調査研究方法の講義と演習であった。途上国への開発援助事業の調査に集中した

ものではなかったが、成果の報告を目的とした調査研究に必要な事項について学ぶことができた。 

講義科目は、調査設計や分析に関するものが多かった。分析ソフトウェアについての授業は基本的に

なく、理論を理解するための自習用に利用可能であった。 

 講義科目は次の通りである。 

① Research designs and Causal Inference 

② Introduction to Survey Design   

③ Design and Implementation of Longitudinal Surveys 
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④ Planning and Monitoring  Survey  Fieldwork:： Balancing Survey Errors 

学習できた調査研究の技術） 

 調査設計）理論の概念化と指標化、調査方法の選択 

 調査実施）質問票等の調査ツール作成 

 集計・分析）分析方法の理解 （基本的な統計、因果推論、同一人物から時系列でデータを取る場合

の処理） 

 報告）報告計画（論文作成のための調査設計） 

考察と所感） 

大学に調査研究の方法論だけを対象とした学部が存在する程、調査研究自体に様々な研究分野がある

ことがわかった。学術研究を目的とした調査研究の専門機関であり、調査研究の技術の向上には非常に

多くの内容が必要となる。様々なテーマに関して、論文作成のために博士課程の学生や研究者が多く集

まっていた。 

 

② 8月 29日～9月 3日 

Leibnez Institute for Social Science (GESIS)ドイツ Euro Lab部門での実習 

概要） 

調査設計や報告・記録に関する研修となった。当部門は European Data Laboratoryという、ヨーロッ

パでも有数の調査に関するデータベースを持っており、無料で公開している。調査研究の報告とそのデ

ータが保存されており、実質 2日間ではあったが閲覧し、保存された調査概要を学習した。また、多く

の研究者を受け入れ、これらの資料の利用および研究室の提供、必要に応じたガイダンスを行ってい

て、参加していた他の研究者の交流から様々な調査研究について学ぶことができた。 

学習できた調査研究の技術） 

調査設計） 調査実施者の選択 （研究機関との連携） 

報告）記録、データの開示 （調査設計からデータまでを研究機関のデータベースを保存する。） 

考察と所感） 

所有するデータベースの多くはヨーロッパにおける研究に基づくものが多かったが、調査計画や質問

票、統計データなどについて学ぶことができた。また他機関に対して、調査に関するアドバイスを行っ

ており、WVの調査について、今後、協力が得られるかについても知ることができた。 

 

③ 9月 4日～9月 11日  

WV Germany Institute for Research and Developmentでの実習 

概要） 

WVドイツ事務所は資金提供をする機能を持つという意味では WVJと類似している。そこから独立した

調査研究機関が WV Germany Institute for Research and Developmentである。今回、その方針や活動

を学んだ。 

WV Germany Institute for Research and Developmentは主にドイツ国内における子ども参画・子ども

難民に関する調査を実施している。また、モンゴルでの子ども参画に関する調査も計画中である。体制

としては、WVの他の事務所や、ドイツの大学や研究機関とも協力して研究を進めている。規模は小さい

ものであったが、今後の調査研究の方向性について良い示唆を与えられた。特に調査研究部門を重要な

ものであるという意識の元に独立させ、他国の事務所や外部機関との効果的な協力により、成果を抽出

し、WVの活動の社会的な意義をドイツにおいて着実に示している。 

その他、WVドイツ事務所の事業部門に属するTechnical Advisory Groupが行っている母子保健の調

査計画や、保健、マイクロファイナンス、助成金管理、事業管理の担当者からもどのように事業管理や

調査を行っているのかの説明を受けた。 

学習できた調査研究の技術） 

調査設計） 目標の設定、事業内における調査設計 

報告）報告計画、報告作成（報告書、論文）、成果の活用（提言、学術的活用によって社会的意義を示

す。） 

考察と所感） 

調査研究の技術そのものではなく、NGOがどのように実践的な戦略や計画を立て、調査研究を進め、

その成果を活用していくかについて学ぶことができた。 

 

④ 9月 14日～26日 Flanders Training Network for Methodology and Statistics ( FLAMES),  

Summer School in methodology and Statistics受講 

概要） 
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調査分析に必要な統計的な考え方の講義およびその理解のために分析ソフトウェアでの演習、また定

性的な文章の分析の講義があった。通年の授業を 2日半にまとめた集中講座であり、概要が紹介され

た。分析ソフトウェアである SPSSや Rの基本的な使い方を実習を通して学ぶことができた。 

講義科目は次の通り。 

① Basic Parametric Statistics 

② Liner Regression 

③ Multi-state Models in R 

④ Narrative Analysis 

学習した調査研究の技術） 

調査設計）調査方法選択 （定量的・定性的調査それぞれの分析を学んだ。） 

調査実施）質問票等の調査ツール作成、実施（定性的データ入手のためのインタビュー） 

集計・分析） 分析方法の理解（統計量、検定、回帰分析、定性的データの文脈の理解）分析ソフトウ

ェアの理解（SPSS・Rの基礎）、成果の抽出・研究 

考察と所感） 

 調査研究に必要となる統計手法や分析ソフトウェアも多数ある。NGOが全体像を把握すると共に、的

を絞って必要な技術を持つと同時に、研究者と協力することで技術を補完する必要がある。 

 

⑤ 9月 27日～10月 4日 WV India実施の Starting Strong Project（栄養改善事業） 

モニタリング調査実施と調査方法の学習 

概要） 

事業内容）インド政府の実施している栄養不良対策への補完活動として、保育士にスマートフォン型

携帯電話を提供し、村レベルでの栄養指導の普及、政策提言、およびデータ管理を行うもの。 

実習）短期間のモニタリング調査であり、基本的な事業関係者へのインタビューを行った。 

インタビューの対象者）保育士を含む、政府関係者、妊産婦、母親、子ども等。 

調査方法の学習）モニタリング調査の他、この事業で実施中の中間時評価の手法や結果についても説

明を受けた。栄養指導の普及活動や事業のベースラインや中間時評価にスマートフォン型の携帯電話を

効果的に使用しており、調査実施・データの集計や管理の点で、先進的な取り組みがなされていた。 

事業の成果）5歳未満児の低体重、低身長の削減に大きく貢献していることがわかった。 

学習した調査研究の技術） 

 調査設計） 調査方法の選択、事業内における調査設計、調査実施者の選択 

 調査実施） 実施手配 

 集計・分析） データ集計・管理の実施、データ入力・チェック、分析ソフトウェアの理解（事業専

用のソフトウェアの説明を受けた。）、成果の抽出（中間時評価の成果の理解） 

考察と所感） 

小さな事業でも調査設計、実施、集計・分析、専門性などにおいて基本的な内容を的確に押さえてい

るため、事業の成果を明確にまとめることができている。携帯機器やデータ管理など事業のためにソフ

トウェアが開発されている特殊な事業ではあるが、このように外部機関と協力し、事業計画自体に調査

研究に必要なデータを獲得する体制を整備することが可能である。 

今後、中間時評価の定性的調査が行われ、既に行われた定量的調査結果と共に、報告書としてまとめ

られる予定である。 

 

⑥ 10月 5日～10月 25日 WV India 

Integrated Program for Child Health事業の終了時評価への参加 

概要） 

全般：分析や報告はまだ終了していないが調査研究に関する広範囲な内容が提供された。 

調査設計：評価目的から質問を論理的に作成する方法を学習することができた。 

定性的評価分析：データの取りまとめについても、口述の記録を当日整理し、評価目的に合わせて、整

理していく方法を学ぶことができた。また、当初はこの調査期間内に、定性的データを分析ソフト

ウェアを用いて整理する予定であった。完了はしなかったが、こうした方法があることが理解でき

た。 

定量的評価分析：事業開始時に測定したデータと事業期間の途中で始動したモニタリング用ソフトウェ

アのデータを単純に比較することが難しかった。期間中には部分的な分析のみ行い、その他は今後

の課題となった。 

その他：評価参加者が 30名ほどであり、参加型の実施方法や、良い協力を得るためのグループ運営な

どについても学ぶことができた。 
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学習した調査研究の技術） 

調査設計）目標の設定（事業の中での調査の位置づけ）、評価項目の検討、調査方法選択、分析計画、

事業内における調査設計、調査実施者の選択（外部コンサルタントの起用） 

調査実施）実施のための詳細な調査計画、調査実施者の管理、質問票等の調査ツール作成、実施手配、

調査実施（インタビュー） 

集計・分析） データ集計・管理の実施（モニタリングのための専用ソフトウェアの説明を受ける）、

分析の実施（エクセルによる自習）、分析のまとめ、成果の抽出 

報告） 報告計画、報告作成（終了時評価報告書作成、口頭発表資料）、報告実施（WVインドへの評価

結果報告）、成果の改善（後続事業への提案） 

考察と所感） 

学術的に成果を証明することも重要であるが、事業実施運営面での提言も必要であり、この二つのバ

ランスを兼ね備えた調査設計が必要になることがわかった。 

ベースライン・データ、それ以降のモニタリング・データの収集も、評価時に非常に重要になる。こ

のためには、事業計画の中に調査設計を組み込む必要がある。また、データ管理についても、正式な合

意が必要となることがわかった。 

 外部専門家との調査目的や手法の連絡調整も非常に重要になる。客観的で専門的な評価のために、外

部専門家の技術協力を得ることができるが、NGO側に明確な目標や全体像の把握と共に、十分な調整や

調査実施までの準備がないと、外部専門家によるフィールドでの調査を効果的なものにすることができ

ないこともわかった。 

 

2.1.3 調査研究の技術の内容 

第一段階である、仮説検証の枠組みとして文献から見た、調査研究の技術の4項目に加えて、

これまで見てきた研修内容を考慮し、新たに専門性を一項目加え、５項目とする。これは調査実

施から調査研究の質の管理に重要な視点となるために追加した。尚、ここでは調査研究自体の専

門性ではなく、調査対象となる事業の分野の専門性を指す。その上で、5項目に研修で学習した具

体的な内容を割り当て、図2（以下、調査研究5項目）のように細分化した。文献および当研修か

ら、これらの5項目の技術があれば、調査研究を十分に実施することができると考える。これが

仮説検証のための枠組みとなる。 

尚、図2にある点数については、項目や内容毎に重要度は異なるが、各項目20点とし、それを

各項目の内容の数で除し、各内容の点数とした。従って、点数にはそれぞれの内容の重要度は適

切には反映されていないとう限界はある。しかし、今回は短期的に簡便な検証を行う上での尺度

として用いる。 

 

図 2.調査研究に必要な5項目 

             （出典 筆者作成） 
 項目 内容 点 

１ 

 

調査設計 1理論の概念化 

2目標の設定 

3評価項目の検討 

4調査方法選択 

5母集団の設定と標本抽出 

6時期・スケジュール 

7予算 

8分析計画 

9事業内における調査設計 

10 調査実施者の選択 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 調査実施 1実施のための詳細な調査計画 

2調査実施者の管理 

3質問票等の調査ツール作成  

4標本抽出（サンプリング） 

5調査実施 

4 

4 

4 

4 

4 

3 集計・分析 1データ集計・管理方法の理解 

2データ集計・管理の設定 

3,データ集計・管理の実施 

4データ入力・チェック 

5データスクリーニング 

6分析方法の理解 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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7分析ソフトウェアの理解 

8分析の実施 

9分析のまとめ 

10成果の抽出・研究 

2 

2 

2 

2 

4 報告 1報告計画（対象・ 内容・時期、形態等） 

2.報告作成（報告書、論文、口頭発表資料、記事等） 

3報告実施 

4記録、データの開示 

5.成果の活用（事業計画・改善・提言・学術的活用等） 

4 

4 

4 

4 

4 

5 専門性 分野の知識 20 

 

2.2 調査研究5項目から事例の分析 

第二段階として仮説検証を行う。当研修から2つの調査を事例とし、調査研究5項目を用いて

第一仮説と第二仮説を検証する。 

調査研究の技術の所有者については事例の調査の担当者と、専門家等の外部協力者がある場合

には外部協力者の技術を含める。調査研究がどこまで実施されていたかについては、研修終了時

までにどこまで適切に実施できていたかを評価した。第二仮説検証で必要となる成果が示せてい

るかについては、成果のまとめがどの程度でき、報告できるかについて、定性的に示した。 

事例となるインドにおけるStarting Strong Project (以下インドSS)は、受講者は参加してい

ないが、実施途中であった中間時評価を対象とした。当研修の約 1 ヶ月前に定量的調査を終了し、

これから定性的調査をする段階にあった。この調査について説明を受けた内容から得点化した。2

事例目はインドにおけるIntegrated Programming - Child Health（以下インドIPCH）の終了時調

査である。2事例がどの程度調査研究5項目の技術を持ち、また実践できていたかを得点化し、調

査研究5項目に当てはめて検証を進める。 

 

2.2.1  インド SS中間時評価における第一仮説と第二仮説の検証 

図 3はインドSS中間時評価における調査研究の技術および実施状況を調査研究5項目に当

てはめて得点化したレーダーチャートと成果のまとめである。 

まず、第一仮説の検証を行う。図3のレーダーチャートを見ると、技術と実施の得点はほ

ぼ一致し、技術のある所にそれに伴って実施ができていることがわかる。このように、技術

があれば実施しているという仮説は成り立つと考える。 

中味を見ると、調査設計、実施、集計・分析、専門性は技術、実施ともに高いが、報告は

技術の高さに対して、実施の得点が低い。これは定性的調査の実施後、WVインドで中間時報

告書が取りまとめられ、関係する他国WV事務所に共有はされるが、外部への報告の計画の予

定はないためである。 

全体として得点が高くなっている背景を見ることにする。事業開始時から、中間時評価の

調査設計が十分にされており、定量的な測定が的確になされていた。支援を受けたグループ

の他に、条件の類似する地域で、支援を受けていない比較グループを設定し、インパクト調

査を行った。実施および、集計・分析についても、既に配布していた、スマートフォン型携

帯電話を用いて入力したデータを専用に開発されたデータ管理ソフトウェアを使用して、的

確に行っていた。中間時評価自体には外部専門家は参加していない。しかし、事業設計の中

に調査研究の要素を重視していたことが高い得点に寄与したと考えられる。但し、このよう

に、モニタリングや評価に利用可能な端末や専用のデータ管理ソフトウェアを持っているの

は特殊な事業である。 

また、分野専門性に関しても、事業担当スタッフに医師もおり、子どもの保健に関する専

門性が高く、また、成果をまとめることができるような調査を精緻に行っていた。WVインド

の内部からも、更に保健医療の専門家の協力を得て調査が実施された。技術を持ったスタッ

フが、専用のモニタリング・ソフトウェアの助けによって調査設計、実施、集計・分析が行
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えている先駆的な事例と言える。しかし、報告に関しては組織の方針により対外的な発表を

行わないことが予想されるため、限定的なものになる。 

次に、このような実施状況から成果が示せているか、つまり第二仮説の検証を行う。実施

状況は既に述べた通りである。成果が示せているかについては図3右の成果のまとめにある

ように定性的に示した。中間時評価報告書は作成前であるためここまでの成果の整理とする。

調査研究の実施状況に伴い、成果をまとめることができており、第二仮説も成り立つと考え

る。比較グループを用いて、支援前後の定量的な調査が適切に実施され、分析された結果、

支援有無そして支援前後の受益者の状況の改善が明確に表れた。今後、定性的な調査が加わ

れば、更なる分析や研究が可能となる。つまり、十分な調査研究ができている結果、成果を

まとめることが期待できる。但し、成果のまとめを示すかについては組織の方針による。 
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図3 インドSS中間時調査における調査研究5項目の技術 

および実施状況と成果のまとめ（出典 筆者作成） 

  

0

5

10

15

20
調査設計

実施

集計・分析報告

専門性
インドSS(技術）

インドSS(実施)

満点

 

 

2.2.2  インド IPCH終了時評価における第一仮説と第二仮説の検証 

インドIPCHの終了時調査における2つの仮説検証のために、技術と実施状況について調査

研究5項目に当てはめレーダーチャート、そして成果のまとめを図4のように示した。第一

仮説から検証する。レーダーチャートの図形が示すとおり、技術があるものは実施につなが

っており、第一の仮説は基本的には成り立っている。また技術の得点が低い場合にはそれに

応じて実施も低くなっている。技術と実施の値は近似しているものの、調査研究の技術があ

る場合にも実施につながっていないこともある。ここでは、概ね仮説は成り立っているとい

うことにする。 

これらの特徴の背景について述べる。技術に関して、この事業は多数の支援地があるため

に、特別な事業管理体制を取った。そのため、WVインド組織内にあった調査研究の技術のす

べては終了時評価には投入されなかった。また、外部専門家からも、評価必要な技術を十分

に補填しきれなかった。 

個別の項目である調査設計から見ると、このように十分な技術がない状況が調査実施にも

表れている。保健医療だけでなく、農業や教育などからの理論を調査設計の中で概念化する

ことが困難であった。調査方法の選択に関しても、定量的調査が省略され、また活動実施状

況の順調だった地域とそうでない地域の両方を理解のために見る目的で標本抽出がなされた

ため、十分とは言えない。元々、事業計画に最終評価の設計が十分に組み込まれておらず、

通常のモニタリングによるデータ管理が十分でなかった。このことは調査を越えた事業管理

自体にも関わるが、今回の調査の質に大きく影響した。調査実施では技術があることが、実

施の得点に表れている。30名余の関係者を動員した、フィールドでの調整は非常に優れてい

た。集計・分析は、終了時評価は基本的に定性調査のみ行った。定量的なデータとしては、

モニタリング用に開発されたソフトウェアに入力したものはあったが、これを開始時に別の

方法で取ったデータと比較するためには調整が必要であった。専門性に関しては、複数分野

への対応や栄養改善への詳細な情報収集は十分にできたとは言えない。報告については終了

時評価の最終日の暫定的な内部報告は行われている。インドにおいて外部の関係者には報告

する予定がある。 

インドIPCHに関して、これまで実施の状況を見てきたが、図4右の成果のまとめについて

も考え、第二仮説の検証を行う。調査研究が適切に実施できている部分については成果をま

とめることができる。しかし、既に見たように調査研究の実施には課題があり、その部分に

ついては限られた成果しかまとめることはできない。調査研究の実施が十分にできていない

という限定の中では、実施と成果は結びつき、仮説は成り立つと考える。支援初期と終了時

の栄養改善の状況については、異なる設定のものであったが定量的データから成果をまとめ

成果のまとめ 

・比較グループを設定したインパクト調査に

より、支援前後、支援有無の母子栄養状態の

定量的に比較できる。 

・定性的調査実施予定 

・内部報告書作成予定 

・外部の関係者への報告は予定なし。 
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ている。定性的な調査結果から支援の成果は見られるが、分析中である。外部の関係者に報

告が予定されているが、調査研究の実施状況に比例した成果のまとめになることが予想され

る。 

 

図 4 インドIPCHの終了時調査の技術と実施状況および成果のまとめ  （出典 筆者作成） 

0

5

10

15

20
調査設計

実施

集計・分析報告

専門性 インドIPCH(技術）

インドIPCH(実施)

満点

 
 

2.2.3  2事例からみる第一仮説と第二仮説の検証のまとめ  

これまでに2事例における2つの仮説検証を整理する。第一仮説である、調査研究の技術が

あれば、十分な調査研究が実施できることに関しては2事例から、調査研究の技術があれば

基本的には検証された。しかし、調査研究の技術があれば、常にその通りに調査研究が実施

できるという訳ではない。基本的な理由は問題意識で述べた、図1におけるその他の要因

（予算、時間、方針）である。また、事業自体の適正な実施管理が調査に大きく影響する。 

また十分な調査研究の実施ができれば、成果を示せるという第二仮説についても、基本的

に2事例から説明することができた。成果をまとめた後にどこまで報告するかによって成果

を示せるかは大きく変わる。ここには組織の方針も影響してくる。これら2つの仮説検証か

ら、基本的には調査研究の技術があれば、調査研究の実施につながり、それが成果を示すこ

とになることがわかる。 

 

2.3 調査研究の技術とその担保  

第三段階として、ここまでの過程を通して得た結果を分析する。2事例においてWVが持ってい

る調査研究の技術と持っていない技術を整理し、持っていない調査研究の技術をどのように担保

していくかについてかを図5として整理した。結果の1列目に2事例を集計した調査研究の技術

を示した。2事例は外部協力者や外部委託したデータ管理ソフトウェアの協力を得た。そこで2列

目に外部協力を除き、NGO側の技術として、再度採点して示した。調査研究の技術の有無について

は、◎は満点の内、75%以上、○は50%以上、△は25%以上、×はそれ以下の得点を得ていること

を指す。また調査研究の技術をどのように確保していくべきか、外部専門家や学術機関等との協

力における役割分担を3･4列目にそれぞれ示した。今回は2事例のみからの分析である。持って

いる調査研究の技術についても、事例の調査の担当者に限られ、それ以外の組織内の技術を含め

てはいない。よってWVインドの技術を測るものではない。図5にあるように、2事例においては

調査設計、集計・分析において特に技術が十分にないことがわかる。 

NGOは調査研究5項目をすべて把握し、実施することができることが最も望ましいと考える。そ

れが困難である場合、NGOが外部専門家や学術研究機関等と協力して、どのように技術を獲得して

いるべきかについて、図5の右 2列に◎、○として載せた。該当者が主担当の所には◎、協力提

供の所には○とした。技術分担については、調査設計と実施はNGOと外部機関が補完しつつ、集

成果のまとめ 

・支援期間中の支援地における母子栄養状

態の経年変化を定量的に比較できる。 

・受益者と担当者への定性的調査（インタ

ビュー）の分析作業中、 

・内部報告書作成予定 

・外部の関係者に報告予定。 
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計分析については外部機関の協力を得ることが望ましい。報告についてはNGOが明確な目的を持

ち、準備することが重要だと考える。 

このように不足している技術については、その部分を補える外部専門家や学術研究機関の選択

が重要になる。協力体制としては、短期的ではなく、長期的な視野の下に行い、協力を通してNGO

自体の調査研究の技術を向上させることが望ましい。 

しかし、調査研究におけるNGOの役割は大きい。NGOは外部からの協力を得る場合でも、調査研

究の技術の全体について基本的な理解をする必要がある。それがNGO側の目的に沿った調査研究

にすることにつながると考える。その中でも◎にあるように、特にNGO側に技術があることが重

要になる点がある。また、技術があってもそれを如何に実施するかは、NGOが事業期間中のモニタ

リングを含む事業管理、そして調査研究の実施における調整の中で行わざるを得ない。NGO側の調

査研究の技術は大きな鍵になる。 

 

図 5 当研修における調査研究の技術と実施および役割 （出典 筆者作成） 

NGO 外部協力

1理論の概念化と変数の設定 ○ × ○ ◎
2目標設定 ◎ ○ ◎ ○
3評価項目検討 ○ ○ ○ ○
4調査方法選択 ◎ ○ ◎ ◎
5母集団の設定と標本抽出 ○ △ ○ ◎
6時期・スケジュール ◎ ○ ◎ ○
7予算 NA NA ◎ ○
8分析計画 ○ △ ○ ◎
9事業内における調査設計計画 ○ △ ◎ ○
10 調査実施者選択 △ △ ◎ ○

○ △
1実施のための調査計画 ◎ ○ ◎ ○
2調査実施者管理 ◎ △ ◎ ○
3質問票等調査ツール作成 ○ △ ○ ◎
4標本抽出（サンプリング） NA △ ○ ◎
5調査実施（フィールドの手配等） ◎ ◎ ◎ ○

○ ○
1データ集計・管理方法理解 ◎ △ ◎ ◎
2データ集計・管理設定 ◎ △ ○ ◎
3,データ集計・管理 ◎ △ ◎ ◎
4データ入力・チェック ◎ ○ ◎ ○
5データクリーニング ◎ △ ○ ◎
6分析方法理解 ○ △ ○ ◎
7分析ソフトウェア理解 ◎ × ○ ◎
8分析 ○ × ◎ ◎
9分析のまとめ・研究 ◎ △ ◎ ◎
10成果の抽出・研究 ○ △ ◎ ◎

○ △
1報告計画（対象・ 内容・時期、形態等） △ △ ◎ ○
2.報告作成（報告書、論文、口頭発表資料、記事 ○ △ ◎ ◎
3報告 ○ △ ◎ ◎
4記録、データの開示 △ △ ○ ◎
5.成果の活用（事業計画・改善・提言等） △ △ ◎ ○

△ △
5 分野専門 調査分野の知識（母子保健、栄養、社会心理学） ○ ○ ◎ ◎

２事例に
見る調査
研究の技

術

内容項目

調査研究の技術の
分担

4 報告

1 調査設計

2 調査実施

3
集計・分
析

NGO側
の技術

 

 

2.4 5項目から見た研修内容      

補足として、NGOが調査研究の技術を得る方法の一つとして、当研修がどの程度、調査研究の5

項目を内容的に含んでいたかを図6に示した。これは6ヶ所における研修内容の範囲と深さを受
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講者が得点化したものである。尚、インドの2つの調査自体を得点化した図3･4とは内容が異な

る。 

結果を見ると、当研修は短期間であったが、広く5つの項目について学習機会を提供したこと

がわかる。研修先毎の得点の背景は以下の通りである。ドイツGESIS（ Leibnez Institute for 

Social Science）における講義内容は調査設計が多かった。その中でも理論の概念化や標本抽出

についての内容は含まれていた。ベルギーFLAMES（Flanders Training Network for Methodology 

and Statistics）での講義は集計分析が多かった。含まれた内容の数としては多くないため、全

体の得点としては低いものの、それぞれの内容について専門的な講義が行われた。ドイツGESIS

の一部門であるEuro Labでの実習は調査設計や集計・分析、報告について学ぶことができた。WV

ドイツ（WV Germany Institute for Research and Development）では 1週間、調査設計、実施、

報告に学ぶことができた。 

インドIPCH（Integrated Program for Child Health）は21日間と期間も長く、実際事業の終

了時評価への実習であったために、多くの内容が提供された。インドSS （Starting Strong 

Project）は実質的に3日間のモニタリング調査であり、インドIPCHよりも内容の数は少なかっ

た。しかし、当研修とは別に実施過程にあった、中間時評価の方法や結果などからも学ぶことが

できた。 

 

図 6 研修先別の調査研究の技術の内容 (出典 筆者作成) 
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3 考察・提言 

3.1 結論  

仮説検証のために、第一段階を準備として、文献と当研修から、調査研究に必要な5項目を整

理した。それを用いて第二段階として、当研修の2つの調査事例の技術と実施状況を得点化して

分析した。結果として、調査研究の技術があれば、調査研究が実施できるという第一仮説および

調査研究が十分に実施できれば成果を示せるという第二仮説を基本的に立証した。ただ、技術が

全て実施につながる訳ではなく、その他の要因（予算、時間、方針）そして事業管理にも影響さ

れることもわかった。 

仮説検証の過程で得られた結果から、第三段階として分析を行った。不足している調査研究の

技術は、調査設計、集計分析、そして報告の項目であることがわかった。調査設計については理

論の概念化やサンプリング、分析計画、事業内に調査設計を含めることなどの技術が不足してい

た。集計・分析については、全般的に技術が不足しており、データクリーニング、統計やソフト

ウェアを用いた専門的な分析技術が必要となる。報告については、組織として報告する機会を創

出していくことも必要となる。 

その上で、調査研究の技術をNGOがどのような形で得ていくかについても整理した。外部の専

門家、学術研究機関との協力によって補完される部分もある。しかし、NGO自身が技術の全体像を
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把握し、外部機関と効果的な協力関係を長期的な視野を持って形成し、共に実施していく必要が

ある。調査設計は外部機関と協力し、実施についてはNGOが中心となり、集計・分析は外部機関

の協力を得て、また報告についてはNGOが明確に計画していく必要があることがわかった。更に

調査研究5項目が当研修にどの程度網羅されたかについても示した。当研修は調査研究の5項目

の全ての分野を広く含んでいたが、内容の全てを網羅するものではなかった。 

調査研究に必要とされる内容は非常に広範であるが、具体的な内容を項目として整理すること

ができた。NGO自身が不足している技術に対しては、外部協力を得て獲得していくことが必要であ

る。技術の獲得によって、適切な調査研究を行えば、成果を示していくことができる。それによ

り、NGOの活動の社会的な意義を示すことができ、期待される役割を果たすことにつながっていく

と考える。 

  

3.2 本研修成果の自団体の組織強化や活動の発展への活用方針・方法 

3.2.1  当研修の整理と更なる学習 

当研修の成果の復習および、更なる学習によって、足りない技術の習得に努めていきたい。 

 

3.2.2  リソースの整理と学術研究機関との連携  

WVJの調査研究に関する情報や実績などを整理し、組織として調査研究の5項目の技術がど

の程度あるかを把握することが必要である。WVJだけでなく、その他のWV事務所における情

報や人材リストを集め、現状を正確に理解し、どの点を活用し、また強化していくべきか整

理する必要がある。 

また、日本内外における政府や国際機関、研究機関調査研究に関するガイドライン他、手

法の他、学術研究機関や人材についても情報収集し、今後どのような情報を得、また短期・

中期・長期的に協力していくことが可能か整理する必要がある。これによって不足している

技術を補填する体制が整備できる。 

  

3.2.3 調査研究事業の充実 

 WVJにおいても既に、事前調査、ベースライン調査、評価、調査研究が行われている。こ

れらがどの程度成果を示せているか、またその設計、実施、集計・分析、報告の状況を調べ、 

今後、調整可能なものがあれば、内容について当研修で学んだことを生かして、調整してい

くことができればと思う。特に、新規の事業計画の際には調査設計を含めていくことが望ま

しい。また、こうした上で、内部関係者からニーズや意見を聞く必要がある。 

 

3.2.4  組織内における調査研究の位置づけ  

問題分析で指摘した、調査研究への時間配分、また組織の方針として重要なものと位置づ

け、実施することが可能な体制作りが必要である。また、組織の他部署に対しても調査研究

の重要性の理解と、実施に当たっての協力体制を組むことが必要となる。特に事業評価実施

に関しては独立性・中立性をある程度確保することも視点に入れる必要がある。 

  

3.2.5  組織内の調査研究の体制整備 

研修成果を用いて、WVJとして調査研究を実施する上でのガイドラインを整理し、組織と

して調査研究の技術の向上に努めたい。既にあるものは活用できるようにし、組織内で必要

な調査研究のガイドラインを整備し、統一した実施を行うことで全体の調査研究の質を向上

させることができる。 

 

3.2.6 予算の拡充 
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問題分析で指摘した、調査研究のための予算の拡充が必要となる。業務に当たって必要と

なる分析ソフトウェアや資料などの入手も必要となり、調査研究への予算配分の拡充が必要

となる。準備段階では助成金獲得も難しいことから、自己資金が必要となる。 

 

3.2.7  組織内フィードバック  

評価結果の組織内フィードバックのための仕組みが必要となる。担当者だけが理解するの

ではなく、組織内に横断的に共有される必要がある。将来の新規事業実施、既存の事業の見

直し、過去の評価結果に基づく、教訓や提言を有効に活用する必要がある。 

 

3.2.8 外部への情報公開  

団体として調査研究の結果は公開することが望ましい。過去の事業の実績や成果を透明か

つ、学術的にも説得力を持つ形で公開することが重要である。また、事業評価の結果が好ま

しいものでなかったとしても、団体としての透明性と説明責任が高まれば、長期的には団体

の信頼性を高めることに繋がる。 

 

3.3 NGOセクターの組織強化や活動の発展への活用方針・方法 

3.3.1 NGOセクターとして調査研究の重要性の理解 

 NGOセクターとして調査研究の技術を高める重要性を認識し、NGO全体として取り組む方針

が必要である。他団体とも協力して、調査研究を発表していく機会を作ることが望ましい。 

 

3.3.2 NGOセクターの調査研究技術の共有  

NGO全体としてどのような調査研究技術があり、必要としているかを把握をすることはNGO

セクター全体としての調査研究技術の向上の計画策定に繋がる。関心のある団体と協力して、

調査研究のあり方について共有する機会を持つことが望ましい。 

 

3.3.3 共同研修の実施 

調査研究の向上のために、共同の研修が有効である。必要とされる内容を選定して、効率

的な研修を共同で企画し、NGOセクター全体としての調査研究の技術を高めることが望まし

い。他団体の支援事業やこれまでの調査研究の方法を学び合うこともできる。 

 

3.3.4 ODAの調査研究への参画 

NGOから関心のある団体を募り、ODA事業の調査研究に共同参加することで調査研究の技術

を高めることができると考える。 

 

3.3.5 政府機関、学術研究機関、国際機関、その他専門家との連携 

高い技術を持った機関や人材とのNGOとの連携の推進により、NGOが組織として調査研究の

技術を高めることが可能である。関心のあるNGOを集めて、共同による調査研究の計画、実

施、分析、報告などにより、技術の向上や知見の共有がなされ、成果を示すことに繋がる。 

 

3.4 テーマに関する日本の国際協力分野への提言 

3.4.1 調査研究の強化 

日本の国際協力全体で調査研究を強化するための政策の策定を行うことが望ましい。政府

や ODA実施機関だけでなく、NGOや企業などを含めて、日本として援助全体の成果をまとめて、

公表していくためにも、政策決定がなされる必要がある。 
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3.4.2 日本全体としての成果の報告ができる共同体制の整備と連携機会の創出 

政府、国際機関、企業、NGO、学術研究機関などが協力して、日本全体の支援の成果報告が

できるように、事業計画、実施、調査研究における体制の整備をすることが望ましい。NGO

は調査研究の技術や分析用ソフトウェアなどを十分に持っていないことが多い。また、共同

できる連携の仕組みが整っていない。しかし、多くの事業地を持ち、調査研究によって成果

を示すことができる大きな可能性を有している。共同での調査研究の促進や助成を通して、

全体の調査研究の技術が高まり、リソースが共有できることで、調査研究が質量ともの向上

し、より大きな成果を示すことが可能である。 

特に持続可能な開発目標（SDGs）が設定され、世界が指標設定、モニタリング、評価に向

けて動き始めている。日本国内、および、NGO・在外ODA協議会や現地ODAタスクフォース等

との連携によって様々な可能性があると思う。例えば、事業の共同実施による共同調査や、

同じ州でNGOやその他機関が事業実施する場合、事業や調査内容を共有し、広域での調査研

究に発展させることも可能となる。更にSDGsに向けて共同報告をするための戦略を練ること

もできる。 

 

3.4.3 研修・共同調査の実施 

 調査研究の技術の向上に向けて、NGOも参加できる研修や共同の調査研究を実施をするこ

とが必要である。 

 

3.4.4 外務省の国際開発協力関係 民間公益団体補助金（NGO事業補助金）の改定 

現在の外務省のNGO事業補助金の補助金額は実施経費の半額のみであり、NGOが調査研究を

拡充するには十分な補助とは言えない。全額を補助することは必須の要件であると考える。

補助金額も30万円以上200万というが縛りある。こうした、資金的な制約があっても、申請

や報告の手続きは簡素化されておらず、詳細な評価計画が求められている。NGOとしては、

申請して調査研究を行うよりも、少ない自己資金で実施することを選ばざるを得ない状況で

ある。小額での申請も可能にし、また調査及び研究全体を含め、総額を補助し、事務処理を

簡便化する等、NGOが調査研究を拡充していけるような内容に変更されることが望ましい。

それにより、より多くの効果的な評価事業が形成できると考えられる。また、調査研究に伴

うソフトウェアなどを購入できることが望ましい。 

 

3.4.5 政府によるNGOへの調査研究費用の助成の拡充 

NGOが調査研究を拡充できるように、調査研究への助成をすることが望ましい。事業評価

だけでなく、研究部分も含め、また報告までできるような助成が必要である。SPSSなどの分

析ソフトウェアは高額であるが、データ分析をする上で非常に有効である。こうした分析ソ

フトウェアも助成対象とすることが望ましい。これまで、NGOは調査研究を十分にすること

ができなかったので、財政拡充により、事業の成果を示すことができれば、日本の国際協力

の成果を示す一助となる。 

 

4 団体としての今後の取り組み方針  

団体としても、今年度よりこれまで体制的に備えていなかった事業の成果や効果などを調査す

るポジションを設定したばかりでしたが、そのタイミングに合わせられたように、今回、本海外

スタディ・プログラムを通じて、研修機関での学びと実際の事業現場での調査の実践において実

習の機会を得られたことは、非常に意義深く、団体としても貴重な機会をいただいたことを感謝

申し上げます。 
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 まだまだ研修成果を団体内でどのように活用できるかは、今後整理をして行く必要があります

が、まずは以下の点を中心に取り組みたいと思っています。第一に、ワールド・ビジョン全体で

すでに行われている実施している事業(特に子どものWell-beingに対して)の成果やインパクトの

取りまとめ内容を検証しつつ、それを如何に対外的にも共有できるような内容できるかを検討す

ること、その中でこの評価結果や成果の取りまとめ方法の改善に対して貢献すること。第二に、

今回の研修成果を踏まえ学術研究機関などとの連携を模索しながら実際の支援事業の評価研究事

業を行うこと、そのための資金獲得のために助成金などの獲得に取り組むこと。第三に、ワール

ド・ビジョン・ジャパンが行っている事業の評価結果の精査・分析を行いこれを踏まえて、WV内

で実施された類似の海外の事業との比較研究・検証を行いながら、事業内容の改善に資する提

案・提言を行っていくことなどを考えています。 

さらに、ワールド・ビジョン全体の事業の質や説明責任の向上にも貢献していくことを考えて

います。そのために、より効果的な事業の評価やインパクトの取りまとめ方法などついて、ワー

ルド・ビジョン全体の事業の調査研究部門とも、どのように連携していけるのかについても、議

論を進めつつ検討して行く所存です。 

 

5 その他 

5.1 本プログラムや事務局に対する提案・要望など 

5.1.1 自団体の支援事業地の研修先としての承認 

 自団体が支援している事業地の現場視察は不可となっているが、単なる現場視察ではなく、

自団体の事業地が研修目的に非常に有効な研修先である場合がある。例えば外部の研究機関

による評価が行われる等である。このような場合には、自団体の事業地も研修地とすること

ができることが望ましい。 

 

5.1.2 自団体の事務所の研修地としての承認 

 自団体の事務所が研修実施国やその近隣国にある場合は、一般業務ではなく、研修目的に

合致することを条件に、その事務所での追加的な研修を可能とすることが望ましい。 

 

5.1.3  費用の事後申請 

渡航費、滞在費、研修費など出発前に支給可能であることは適切である。しかし、研修期

間が長い、研修合格後、渡航までの日数が少ない、各種費用の予算が確定しない、健康状態

など個人的な事情を配慮し、渡航後にも費用の申請を行う方が簡便なことがあり得る。団体

の判断により、事前でも事後でも申請できる形であれば、より利用しやすい。 

 

5.1.4 一定期間の研修中断や帰国を認められる。 

 複数の研修先が想定され、その実施時期が離れている場合、研修の一時中断や一時帰国な

どが認められていると非常に研修が計画しやすい。そうすることで研修先を柔軟に選択でき、

研修の質を高めることにつながる。 

 

5.1.5 国内での関連研修が認められる。 

 海外での研修が前提となっているが、それを補完する内容が国内研修で受講できる場合、

国内での研修も認められることが望ましい。または国内だけの長期研修も認められることが

望ましい。国内においても優れた研修を受けることが可能な場合もあるが、NGO側に研修を

受ける資金がない場合があるためである。 
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6 写真 

GESIS での講義風景（ドイツ）             GESIS で講義を受ける様子（ドイツ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GISIS Euro Lab での実習  （ドイツ）         WV Germany Institute for Research                                 

and Development での実習 （ドイツ） 

   

 

 

FLAMES での演習 （ベルギー）             Starting Strong Project 保育園でのインタビュー 

（インド マディヤ・プラデーシュ州 ナルシンハプル県） 
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重度栄養失調だった子どもの家庭でのインタビュー   栄養改善センターでのインタビュー （同左） 

（インド マディヤ・プラデーシュ州 ナルシンハプル県）            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrated Programming - Child Health Project (IPCH)の終了時評価の様子 

 

 調査設計の会議                        フィールド調査結果の現地スタッフへの報告                    

 （タミル・ナードゥ州チェンナイ市）              （チャッティースガル州） 

 

 

 

 

 

 

 

位置 

 

 

 

フィールド調査後、チームによる取りまとめ        WV India への評価結果報告会 

（タミル・ナードゥ州チェンナイ市）              （タミル・ナードゥ州チェンナイ市）    
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